
月 火 水 木 金 土 日
1月1日 2 3 4 5

閉館 閉館 閉館

6 7 8 9 10 11 12

きっずサロン にじいろ

ドッジボール練習 きりえクラブ 卓球クラブ おはなしひろば 卓球デー

13 14 15 16 17 18 19

成人の日 らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ ブロック

ドッジボール練習 きりえクラブ ドッジボール練習 ドッジボール練習 ドッジボール大会

20 21 22 23 24 25 26

らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ

きりえクラブ 卓球クラブ 将棋道場

27 28 29 30 31 2月1日 2

リトミック らっこクラブ ベビーマッサージ ぴぃちゃんクラブ わくわくサタデー

館内ギネス大会 トライアルキッズ(検定)

3 4 5 6 7 8 9

らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ

館内ギネス大会（大なわ） きりえクラブ おはなしひろば

10 11 12 13 14 15 16

リトミック 建国記念日 きっずサロン ぴぃちゃんクラブ にじいろ ブロック将棋大会

わくわくデー きりえクラブ 卓球クラブ 将棋道場

17 18 19 20 21 22 23

ベビーマッサージ らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ 天皇誕生日

きりえクラブ トライアルキッズ(記録会) 合同避難訓練 卓球デー

24 25 26 27 28 29 3月1日

振替休日 らっこクラブ ぴぃちゃんクラブ にじいろ

桂坂じどうかんだより 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

  

月号 

令和２年１月６日発行 

桂 坂 児 童 館 

地域子育て支援ステーション 

TEL/FAX 333-6760 

謹賀新年 

あけましておめでとうございます。昨年中は、当館の運営にご理解・ご支援頂き、誠にありがとうございました。 

本年も地域の皆様にとって、楽しく居心地のよい児童館となるよう職員一同、精一杯取り組んでまいりますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 館長 児嶋 由佳 

職 員 一 同 

 

じどうかんってどんなところ？ 
・０歳から 18 歳までの子どもとその保護者が利用できます。（乳幼児さんは保護者の方と来てください） 

・利用時間は午前 10 時から午後 5 時までです。中高生は午後 6 時 30 分まで利用できます。 

・児童館に駐車スペースはありませんので，車での来館はご遠慮ください。 

 

【日時】１月８日・２月１２日 

第２水曜日 午前１０：３０～１２：００ 

【対象】乳幼児とその保護者 

 すべり台や乗り物などでみんなで楽しく遊びませ

んか？！子育てについて悩み事があれば，担当者に

お気軽にご相談ください！ 

 

桂坂子育て応援サロン運営委員会 

桂坂きっずサロン

 

【日 時】1 月１６日・２３日・３０日 

     2月６日・１３日・２０日・２７日 

午前１０：３０～１１：１５ 

【対 象】0 歳児さんとその保護者 

【年会費】５００円 

【内 容】ふれあいあそび・うた・えほん など 

     随時メンバー募集を行っていますので， 

年度途中からでも入会できます♡  

 

 

 

１月１０日・１７日・２４日 

２月７日・１４日・２１日・２８日 

午前１０：３０～１１：３０ 

 

【対象】乳幼児さんとその保護者 

【内容】手遊び、絵本の読み語りや楽しい体操をしたあと，

大型遊具を出してみんなで元気よく遊びましょう！ 

 

「ベビーマッサージ」 

【日 時】  １月２９日（水）10：30～11：10 

      2月１７日（月）10：30～11：10 

【対 象】首がすわってからの乳児さんとその保護者 

【内 容】マッサージを通して親子のふれあいを楽しみます。 

【参加費】２００円（オイル代） 

【定 員】５組  ※定員になり次第締め切ります 

【申込み】１２月２日（月）から  

申込用紙が児童館にあります 

【持ち物】バスタオル，オムツ，おしりふき 

     水分補給できるものなど必要に応じて 

 

 

『 リトミック 』 

【日時】１月２７日（月）１０：３０～１１：３０     

【対象】乳幼児（首が座っている）とその保護者    

【講師】小谷 里美 氏（リトミック研修センター所属） 

【内容】音楽で楽しく遊びながら，子どもの持っている  

能力を引き出す基礎作りをしていきます♪ 

【参加費】３００円  

【定員】３０組  ※定員になり次第締め切ります 

【申込み】１月６日（月）から 

    次回→２月１０日（月）10:30～11:30 

      【申込み】1月 2７日（月）～ 

令和２年度 

桂坂児童館 学童クラブ登録申請について 

 

京都市内の児童館では、京都市から委託を受け、就労等によ

り放課後留守になる家庭の児童をお預かりする「学童クラブ事

業」を実施しています。令和２年度の登録につきましては、次の

通りとなりますので、日程をご確認の上、手続きをしてくださ

い。 

【申請書類の配布】 

 令和２年１月４日（土）から 

 午前１０時～午後６時の間にご来館ください。 

【提出期間】 

令和２年１月２５日（土）～２月１４日（金）午後６時まで 

受付時間は午前１０時～午後６時 

※夕方は込み合いますので早めにご持参ください。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生対象行事 

１月９日（木）・２３日（木） 

２月１３日（木） 

３：４５～４：２５ 

＊２月１３日が今年度最終日となります。 

 

≪対象≫小学生 2 年生以上 

 

トライアルキッズとは… 

けん玉・こま・お手玉の技にチャレンジ(検定)したり， 

けん玉・お手玉の回数やこまの長回し(記録会)にチャレンジ

します。 

※奇数月は検定を行い，偶数月は記録会を行います。 

 
１月３０日（木）「検 定」３：００～４：２０ 

２月２０日（木）「記録会」３：００～４：２０ 

 
 

 

☆桂坂地域のボランティアさんに 

ご協力いただいている行事です☆ 

 

■将棋道場（山の手倶楽部 囲碁・将棋同好会） 

１月２４日（金）３:４５～４:２０ 

  ２月１４日（金）３:４５～４:２０ 

 

 

 

１月１１日（土）２：００～３：００ 

２月２２日（土）２：００～３：００ 

 

自由参加です！はじめてでも参加できます☆ 

■おはなしひろば（ひなたぼっこ） 

１月１０日（金）4:00～4:20 

 「キンコンカン せんそう」 

２月 ７日（金）4:00～4:20 

「おたのしみ」 

１月８日・１５日・２２日 

２月５日・１２日・１９日（水曜日） 

４：２０～４：５０（一般） 

 

※２月１９日が今年度最終日となります。 

けん玉・こま・お手玉（片手 2個投げ・両手 2個投げ）・大なわの記録を競

います。館内ギネス大会で上位の成績をとった児童は、ブロックギネス大会

（３月７日）の選手候補になります。   

  ★申込期間：１月６日（月）～１月２０日（月） 

１月２７日（月）（けん玉・こま・お手玉の部） 

３：００～４：２０予定 

けん玉・お手玉は回数の記録、こまは長回しの記録をはかります。 

 

２月３日（月）（大なわの部） 

４：００～４：２０予定 

申込んだ児童の中（５人１組）でいろいろな組を作り、記録を競います。 

 

 

    わくわくサタデー 

２月１日（土） 

２：３０～３：３０ 

みんなで楽しめる内容を企画中です！ 

 

２月１０日（月）３：５０～４：２０ 

 

内容はおたのしみに！ 

申込みは１月２７日（月）から開始です。 

わくわくデー（工作） 


